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東員町社会福祉協議会だより
ふれあいネットワーク

〒511-0251 東員町大字山田2013　TEL 76-1560　FAX 76-1559

Ｅメール fukushi@toinshakyo.or.jp　HP http://www.toinshakyo.or.jp

発行日／平成23年10月7日　編集・発行／総務福祉係
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行事案内
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アクセス

プログラム

まつり
11月6日日 9：30～15：00
東員町保健福祉センター
東員町ふれあいセンター
とういんふらわぁ～びれっじ
東員町総合文化センター

主催　東員福祉まつり実行委員会・東員町社会福祉協議会・東員町
後援　東員町教育委員会・東員町商工会・㈳東員町文化協会・㈳東員町観光協会
問い合わせ先　東員福祉まつり実行委員会（☎76-1560）

★体験コーナー　★医療相談　★健康相談
★健康測定　★活動展示　★ステージ発表　
★飲食物販売　★物品販売　★障がい児者のつどい
★復興支援！東日本大震災
★ふれあいウォーキング大会
★認知症サポーター養成講座
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ひとり、ひとりのやさしさが、 あなたの住む町を、
もっと、やさしくしてくれます。 
赤い羽根の募金活動は、町の人のやさしい気持ちを集める活動です。 
あなたのやさしさが、あなたの声かけが、あなたの行動が、
きっと、町を変えていくはじめの一歩となるはずです。 
もっと、もっと、良いまちになりますように。

　毎年10月1日～12月31日までの期間に取り組まれる赤い羽根共同募金運動が、今年も全国各地
で一斉に始まりました。
　東員町でも、東員町共同募金委員会が中心となって、「じぶんの住む町が好き、だから、ずっと住
み続けたい。」といった気持ちを、支える仕組みとして共同募金活動を展開しています。
　たくさんの人々のやさしさが、共同募金を支えています。 じぶんの町を好きな人が、共同募金を支
えています。共同募金運動は、年間200万人といわれるボランティアの皆さんにより支えられてい
ます。自治会・企業・地域の皆さんに支えられ、平成23年度も以下のとおり町内各地で募金活動を
展開します。
　皆様の温かいご協力と、積極的なご参画を、よろしくお願いします。

戸別募金　自治会長さんを通じ、一戸あたり500円（目安額）のご協力をお願いします
法人募金　町内商工業者の皆様にご協力をお願いします
職域募金　各企業の職員の皆様にご協力をお願いします
街頭募金　町内の下記公共施設に募金箱を設置しています
　　　　　　●ふれあいセンター　●役場庁舎　●総合文化センター　●商工会館
　　　　　　●保健福祉センター　●笹尾連絡所　●笹尾コミュニティーセンター
興行募金　町内各地で開催されるイベントにおいて、募金活動を行います

　大規模な災害が起こった際の備えとして、各都道府県の共同募金会では、募金額の一部を「災害等
準備金」として積み立てています。この積み立ては、大規模災害が起こった際に、現地ボランティア
活動の拠点となる災害ボランティアセンターの整備資金や、災害救援ボランティア活動支援など、被
災地を応援するために使われています。

被災地でのボランティア活動を支援しています！
赤い羽根共同募金は、赤い羽根共同募金は、赤い羽根共同募金は、赤い羽根共同募金は、

誰かのためにと思って募金をしたら、じぶんたちの町のための、募金でもありました。
町のみんなで集めた募金は、じぶんの町を良くする活動に使われています。
　集まった募金の約70％は、募金をいただいた地域で使われています。残りの30％は、住んでいる
市区町村を超えた広域的な課題を解決するための活動に、都道府県の範囲内で使われています。

共同募金の仕組み共同募金の仕組み共同募金の仕組み共同募金の仕組み

じぶんの町を良くする活動に、じぶんの町の、やさしい思いを届けます。 
ひとにやさしい町は、じぶんにもやさしい町だと気づきました。
じぶんの町を良くする、いろいろな活動が、もっと、もっと、元気になるように応援します。 
　募金は、その町の実情に応じた様々な「じぶんの町を良くする活動」に使われています。
　東員町での使いみちを、ホームページ（http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do）
にて公開しています。是非、ご覧ください。

共同募金の使われ方共同募金の使われ方共同募金の使われ方共同募金の使われ方

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金
み」み」みしくみするしくくす良くく「じぶんの町を良 みぶ しくのの すぶ みぶ るぶ 」」みみししくるするくく「じぶんの町を良じぶんの町を良く「じぶんの町を良くするしくみ」「じぶんの町を良くするしくみ」

活動
予定

特集
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ゆずりはネットゆずりはネット
福祉用品のリサイクル福祉用品のリサイクル福祉用品のリサイクル福祉用品のリサイクル

ご家庭で使わなくなった福祉用品を譲りあう
「ゆずりはネット」

★提供できる福祉用品の例

必要でなく
なった人か

ら、

　　必要と
している

人へ…

　 あなた
のやさし

さ

　　　　　
　 活かし

ます！

社会福祉協議会

使いたい人譲りたい人

①登録 ①登録

②情報提供 ②情報提供

③交渉・譲り渡し

★譲りたい人・使いたい人

眠っている福祉用品をご登録ください
求めている人がいるかもしれません

不要になった福祉用品を無償で提供していただき、必要とする方にご紹介します。
交渉や譲り渡しはご本人同士で行なっていただきます。

①希望される福祉用品を登録していただきます。
②譲りたい人と使いたい人のご希望が一致した
らご紹介します。
③ご当人様どうしが交渉し、譲り渡しが成立し
ます。
※ベッドの搬送・組み立てに不安がある人はご
相談ください。

介護用ベッド、車いす、シルバーカー、
おむつ、ポータブルトイレ　など
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特集

　高電圧によって作り出された電界の中に体を置くことで、血液の循環を
促し、健康の維持増進に役立ちます。同じ場所には、マッサージ機、液晶
テレビ、新聞雑誌なども設置されておりますので、ゆったりとお寛ぎいた
だけます。
利 用 料　無料　　
利用日時　開館中であればいつでも

ヘルストロン

～お気軽にご利用ください～
東員町ふれあいセンター

　東員町ふれあいセンターは、子どもからお年寄りまで、様々な方がご利用できる
公共施設として、東員町社会福祉協議会（指定管理者）が運営しています。
★場所　東員町山田2013番地……役場の北側 屋根が緑色の建物
★開館　月曜日～土曜日 8：15～17：00
★休館　日曜日・ 国民の祝日・年末年始（12月29日～1月3日）

　通信カラオケDAMを導入。最新の曲を格安で歌
うことができます。
利 用 料　10曲200円　　
利用日時　土曜日（祝日・年末年始除く）
　　　　　13：00～15：00

カラオケ
　広々とした浴槽で手足を伸ばし、ゆっくりと入浴
していただくことができます。（サウナ完備）
利 用 料　1人100円　　
利用日時　開館日 13：00～16：00
※入場は15：30まで。タオル、石鹸、シャンプー
などはご持参ください。

一般浴室

　3歳未満のお子さんをお持ちの方が、親子で一緒におもちゃなどで遊ん
でいただくことができます。フリースペースになっていて、時間中であれ
ば、いつでも、何度でも、出入り自由です。
利 用 料　無料
利用日時　月曜日・水曜日（祝日・年末年始除く）10：00～15：00
※おやつやお茶など、必要な物は各自でご準備ください。

子育て応援ルーム

　日頃からセンターをご利用いただく
皆様の声を施設運営に生かしていくこ
とを目的に、1階ロビーに『ご意見箱』
を設置しました。ふれあいセンターを
ご利用いただくなかで、気付かれた点、
改善点、ご要望など、どのようなこと
でも構いません。お気軽に皆様のお声
を寄せてください。

ご意見箱

　10月から、随時、ご利用いただく皆様に
「アンケート」の記入をお願いしています。
　今後、より多くの皆様に快適にご利用い
ただくための貴重な情報として、職員から
声をかけられた時は、何卒ご協力賜ります
ようお願いします。

施設利用アンケート

他の町内
公共施設にはない
オススメの設備
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「助成金セミナー」&「CSR活動報告会」「助成金セミナー」&「CSR活動報告会」

行 事 案 内行 事 案 内行 事 案 内行 事 案 内

日　時　10月13日㈭ 10：00～11：30
場　所　東員町保健福祉センター 2階 栄養指導室
対　象　就園前のお子さんと親御さん
参加費　1組300円
持ち物　ふきん・エプロン・三角巾・持ち帰り容器
定　員　15組程度（先着順・託児あり）
申　込　氏名（大人・子ども）・子どもの年齢・電話番号を社会福祉協議会（☎76-1560）まで

づくりおやつ教室子育て親子 手づくりおやつ教室 ヘルシー野菜マフィン・黒ごま白玉

日　時　10月26日㈬ 10：00～11：30
場　所　いなべ市 員弁健康センター 2階（※いなべ市役所 員弁庁舎 北側にあります）
主　催　いなべ市市民活動センター
後　援　とういんボランティア市民活動支援センター
内　容　助成事業を実施している近隣企業の方から、事業概要や助成金申請のテクニックのほか、CSR（企

業の社会貢献活動）の取組内容を紹介していただきます。
　　　　●デンソーハートフルクラブの活動紹介
　　　　　　「車いす贈り隊」　助成事業「DECOポン」の紹介
　　　　●桑名信用金庫「くわしん福祉文化協力基金」の説明
　　　　●「東洋ゴムグループ環境保護基金」の説明
申　込　事前申込不要。当日、開始時間までに会場へお越しください。
問合せ　とういんボランティア市民活動支援センター（☎76-1560）

市民活動

　子育てママやマダムが自分でネイルアートするための教室を開催します。家事や子育てを忘れるひととき
で、爪をあなた流にドレスアップしてうっとりしましょう。
※託児あります（受付時にご相談ください。）
※介護をしている方はケアマネージャーにご相談ください。
※高度なアートテクニックを学ぶ場ではありません。ネイルアートを通して交流の輪を広げることが目的です。
日　時　11月28日㈪ 10：00～12：00
場　所　東員町ふれあいセンター
内　容　ご自宅でできる簡単なネイルアートを学びながら、参加者同士で交流します。
参加費　無料（ネイルファイル・バッファーをお持ちの方はご持参ください。お持ちでない
　　　　方は申込時にお伝えください。）
申　込　11月14日までに社会福祉協議会へご連絡ください。

お手軽ネールアート教室お手軽ネールアート教室 参加者募集

日　時　11月26日㈯ 10：00～13：00　受付開始は9：30から
場　所　東員町保健福祉センター ホール
対　象　65歳以上のお一人暮らしの方で、事前にご登録いただいている方
　　　　※未登録で参加を希望される方は、事前に社会福祉協議会へご相談ください。
申　込　11月18日㈮までに、社会福祉協議会へご連絡ください。

ふれあい会食サービスふれあい会食サービス ひとり暮らし高齢者 ふれあいのつどい

参 加 者 募 集
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このコーナーへの掲載を希望する方は、社会福祉
協議会（☎76-1560）へご連絡ください。

（福祉・ボランティア・市民活動以外の内容や、）　政治・宗教・営利目的の内容は除きます。
コーナーココーナー

　地域をより良くしようと取り組んでいるボランティア（最近では、特に災害
ボランティア関係）、市民活動、NPOなどの活動情報が満載です！
　多くのアクセスをお待ちしています！

社会福祉協議会のホームページ 随時更新中です社社社会会会福福福祉祉祉協協協議議議会会会のののホホホーームムムペペペーージジジ 随随随時時時更更新新新中中中ででですすす社会福祉協議会のホームページ 随時更新中です社会福祉協議会のホームページ 随時更新中です

対象・金額　①生活保護を受けている方・・・・・・・・・・1世帯5,000円
　　　　　②65歳以上のひとり暮らし高齢者・・・・1人　3,000円
申込方法　指定の申請書を期限までに社会福祉協議会へ提出してください
申込期限　11月11日㈮

歳末応援費（助成金）を交付します
対象 金額 ①生活保護を受け る方 1世帯5 000円

歳歳歳末末末応応応援援援費費費（（（助助助成成成金金金）））ををを交交交付付付しししままますすす歳末応援費（助成金）を交付します歳末応援費（助成金）を交付します

対　　象　①身体障害者手帳1級所持者
　　　　　②療育手帳A所持者
助 成 額　1人あたり5,000円
申込方法　指定の申請書と手帳のコピーを期限までに社会福祉協議会へ

提出してください
申込期限　11月11日㈮

在宅重度障がい者助成事業を実施します
対 象 ①身体障害者手帳1級所持者

在在在宅宅宅重重重度度度障障障がががいいい者者者助助助成成成事事事業業業ををを実実実施施施しししままますすす在宅重度障がい者助成事業を実施します在宅重度障がい者助成事業を実施します

対　　象　高校生以下の子どもを扶養している母子・父子家庭
　　　　　（※所得制限はありません）
交 付 額　子ども1人あたり2,000円分の図書カード
申込方法　指定の申請書と「ひとり親家庭現況届」を期限までに社会福祉協議会へ提出してください
申込期限　11月11日㈮

歳末たすけあい図書カードを交付します
対 象 高校生以下の子どもを扶養し る母子 父子家庭

歳歳歳末末末たたたすすすけけけあああいいい図図図書書書カカカーードドドををを交交交付付付しししままますすす歳末たすけあい図書カードを交付します歳末たすけあい図書カードを交付します

「心配ごと相談」「無料弁護士相談」をご活用ください「「「心心心配配配ごごごととと相相相談談談」」」「「「無無無料料料弁弁弁護護護士士士相相相談談談」」」をををごごご活活活用用用くくくだだださささいいい「心配ごと相談」「無料弁護士相談」をご活用ください「心配ごと相談」「無料弁護士相談」をご活用ください

おお知知知知ららせせ

●笹尾コミュニティセンター ●笹尾コミュニティセンター

※事前に総務福祉係までお申し込み
　ください。（☎76-1560）

●東員町ふれあいセンター
10月16日㈰ 10：00～12：00
11月20日㈰ 10：00～12：00
12月18日㈰ 10：00～12：00

10月16日㈰ 10：00～12：00
11月20日㈰ 10：00～12：00
12月18日㈰ 10：00～12：00

10月25日㈫ 9：00～11：30
11月 7日㈪ 9：00～11：30
11月25日㈮ 9：00～11：30
12月 5日㈪ 9：00～11：30
12月26日㈪ 9：00～11：30

心配ごと相談

ホームページアドレス　http://www.toinshakyo.or.jp

無料弁護士相談

図書カード


